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通貨 アジア終値 ＮＹ終値 前日比 前週比* 【為替】

アジア時間のドル円は130円台前半でオープン。引き続き日本休日であり、参加者が少なく流動性

の薄いマーケット。NY時間にFOMC政策発表を控える中での様子見姿勢も強く、ﾄﾞﾙ円は10銭程度

の狭いレンジ内での推移に終始。

海外時間では米4月ADP雇用統計、米4月ISM非製造業景況指数がいずれも予想を下回ったが、ド

ル円は130円を挟んでもみ合い。注目のFOMCでは全会一致でFF金利を50bp引き上げることを決

定。最もタカ派のブラード・セントルイス連銀総裁の反対票が見られず、バランスシート縮小開始も一

部で予想されていたすぐにではなく、6月からとされたことからハト派と取られ129円半ばまで下落。そ

の後のパウエル議長の記者会見で冒頭でインフレがあまりに高いとの発言で130円まで戻すが、

75bp利上げは積極的に考えていないコメントしたことで、強まっていた次回会合での75bpの利上げ

期待が後退し、ドル売り。一時128円台半ばまで下落。その後は急落した米金利が下げ渋る展開に

129円台まで戻しそのままクローズ。

アジア通貨では、インド中銀が主要政策金利のレポレートを4.0%から4.4%に引き上げ。国内経済活動

については堅調な見通しを示す一方、短期的なインフレリスクが高まっている状況を踏まえ、利上げ

に踏み切った格好。4月に利上げを見送った中、次回会合が予定されていた6月を待たず急遽利上

げが決定されたことがサプライズであった。

【金利】

本日の金利市場は、大幅低下。中期ゾーンで特に低下し、イールドカーブはスティープニングした。

FOMC政策金利は、市場の大方の予想通り50bpsの利上げとなったが、パウエルＦＲＢ議長の会見で

75pbsの利上げを積極的に検討していない、と発言したことで、債券買いが急速に強まり金利が急低

下、3%付近にあｔった10年金利は一時2.9%を割り込むレベルまで下落した。

【予想】

注目のFOMCを終えたが、75bpの利上げを積極的に検討していないとのコメントで急速な引き締め

観測が後退しドル安、金利低下。FF金利先物を見ても6月の75bp利上げ織り込み（前日時点で50%

ほど）は剥落している。とは言え、今後数回の会合で50bpの利上げを示唆している状況ではドル円

は底堅く、130円台に戻していく方向だろう。

JPY 130.11 129.09 ▲1.05 +0.66
EUR 1.0524 1.0622 +0.0101 +0.0065
AUD 0.7107 0.7260 +0.0164 +0.0134
SGD 1.3828 1.3742 ▲0.0101 ▲0.0070
CNY 6.6085 6.6085 +0.0000 +0.0479
MYR 4.3537 4.3538 +0.0000 ▲0.0039
THB 34.35 34.51 +0.00 +0.19
IDR 14460 14497 +0 +75
PHP 52.50 52.50 +0.12 +0.38
INR 76.42 76.42 ▲0.09 ▲0.11

 
金利
　国債利回り  終値 前日比 前週比*
米国（10年） 2.934% ▲3.7 bp +10.3 bp
日本（10年） 0.231% +0.0 bp ▲1.5 bp
ユーロ圏（10年） 0.971% +0.6 bp +17.0 bp
オーストラリア（5年） 3.306% +10.9 bp +44.4 bp
シンガポール（5年） 2.491% +9.4 bp +10.8 bp
中国（5年） 2.637% +0.0 bp +2.3 bp
マレーシア（5年） 3.908% +0.0 bp +0.8 bp
タイ（5年） 2.386% +0.0 bp +10.5 bp
インドネシア（5年） 6.322% +0.0 bp +3.5 bp
フィリピン（5年） 5.086% ▲0.8 bp ▲14.1 bp

インド（5年） 7.137% +31.4 bp +35.3 bp

 

株
株価指数  終値 前日比 前週比* 【本日の予定】

(日本) 休場 こどもの日
(アジア) 3月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　小売売上高
(アジア) 3月 豪　輸出 / 住宅建設許可件数 / 民間部門住宅
(アジア) 4月 ｲﾝﾄﾞ　ｻｰﾋﾞｽ業PMI
(アジア) 4月 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ　製造業PMI
(アジア) 4月 ﾀｲ　CPI
(アジア) 4月 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ　CPI 
(アジア) 4月 ﾏﾚｰｼｱ　製造業PMI
(アジア) 4月 中国　PMIｻｰﾋﾞｽ業
(アジア) 休場 韓国
(欧州) 3月 仏　鉱工業生産 / 製造業生産
(欧州) 3月 独　製造業受注
(欧州) 4月 愛　PMIｻｰﾋﾞｽ業
(欧州) 4月 英　PMIｻｰﾋﾞｽ業(確)
(欧州) 4月 英　外貨準備高変化
(欧州) 4月 英　新車登録台数
(欧州) 英　金融政策会合
(米国) 1Q  非農業部門労働生産性(速) / 単位人件費(速)
(米国) 4月 ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰ人員削減数
(米国) 新規失業保険申請件数

DOW（米国） 34,061.06 +2.8% +2.3%
N225（日本） 26,818.53 +0.0% +1.6%
STOXX50（ユーロ圏） 3,724.99 ▲1.0% ▲0.3%
ASX（オーストラリア） 4,146.05 ▲1.0% +0.6%
FTSTI（シンガポール） 3,349.27 ▲0.2% +0.9%
SSEC（中国） 3,047.06 +0.0% +3.0%
KLSE（マレーシア） 1,600.43 +0.0% +0.9%
SETI（タイ） 1,652.29 +0.0% ▲0.6%
JKSE（インドネシア） 7,228.914 +0.0% +0.4%
PSE（フィリピン） 6,802.73 +1.2% ▲0.9%
SENSEX（インド） 55,669.03 ▲2.3% ▲2.0%
 
商品
 商品スポット・先物 終値 前日比 前週比*
CRB 314.27 +2.4% +2.8%
金 1,881.22 +0.7% ▲0.3%
原油（WTI) 107.81 +5.3% +5.7%
銅 9,468.00 +0.7% ▲4.0%

*1週間前の終値と比較

 
【本日の予想レンジ】

USD/JPY 128.90 － 130.50
EUR/USD 1.0500 － 1.0650
AUD/USD 0.7030 － 0.7270
USD/SGD 1.3700 － 1.3900
USD/CNY 6.6000 － 6.6800
USD/MYR 4.3350 － 4.3760
USD/THB 34.00 － 34.55
USD/IDR 14430 － 14580
USD/PHP 52.20 － 52.70
USD/INR 76.20 － 77.20
 
【本日の相場方向感】　    
USD/JPY Bull (2) < Bear (4)
USD/SGD Bull (2) < Bear (4)
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